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第 58巻第 27号 通巻第 2760号 

第 2774回 成田空港南ＲＣ合同例会 

2017年（平成 29年）4月１１日 
18:00点鐘 八鶴亭 

 

2016～2017年度 
国際ロータリーテーマ 

人類に奉仕するロータリー 
国際ロータリー会長    ジョン F. ジャーム 
 
第 2790地区ガバナー  青 木 貞 雄 
第 6分区ガバナー補佐  河 野 知 宏 

会長 小 林 信 雄 
〃      幹事 秋 葉 芳 秀 
〃   広報委員長 長 尾 邦 俊 

 
 

東金ロータリークラブ 概要 
Togane RC Information 

創  立 1959年 9 月 15日 
ＲＩ承認 1959年 10月 17日 
例会日  火曜日 12:30～13:30 
例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 
WEB  http://www.togane-rc.jp/ 
事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 
東金商工会議所内 
TEL  0475-52-1101(代) 
FAX  050-3730-2559 
E-mail info@togane-rc.jp 

Program   

 
開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

会長挨拶 

 

幹事報告 

 

次年度会長・幹事の 

 御紹介とご挨拶 

 

 

 

 

 

委員会報告 

 

閉会宣言・点鐘 

懇親会 

クラリネット演奏 

閉会挨拶 

 

東金 RC    小林信雄会長 

「君が代」「我等の生業」 

東金 RC       秋葉芳秀幹事 

東金 RC       小林信雄会長 

成田空港南 RC 渡邉孝文会長 

東金 RC        秋葉芳秀幹事 

成田空港南 RC 市原豊彦幹事 

 

東金 RC  秋葉芳秀 次期会長 

成田空港南 RC 

前川成吉 次期会長 

東金 RC  並木孝治 次期幹事 

成田空港南 RC 

     倉石昌治 次期幹事 

東金 RC 

成田空港南 RC 

東金 RC        小林信雄会長 

 

奏者  大和真弥 様 

東金 RC  秋葉芳秀 次期会長 
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理事会報告 
報告事項 
１．３月７日 第９回理事会・通常例会:承認 
２．３月 14日 通常例会 
卓話: 千葉銀行 渋谷章男会員：承認 

３．３月 21日 祝日週休会:承認 
４．３月 24日 会長・幹事会 成田空港南 RC 

承認 
５．３月 26日 会長エレクトセミナー:承認 
６．３月 28日 通常例会：承認 
今後の予定・協議事項など 
１．４月８日（土）茂原 RC 創立６０周年記念

行事 シーサイド・オーツカ 参加者４名
承認 

２．４月 11日 成田空港南 RCとの合同例会 
  八鶴亭にて 18時点鐘 :承認 
３．４月 15日（土）米山奨学生オリエンテー 
  ション 船橋グランドホテル（13:30～） 

学生：カン・パンナレット（男性）     
カウンセラー：秋葉芳秀     :承認 

４．４月 15日（土）第６分区次期会長・幹事会 
  一宮にて 18時～ 並木次期幹事参加：承認 
５．４月 22日（土）第 2790地区協議会  
  アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 :承認 
６．４月 25日、５月２日 祝日週休会：承認 
７．５月 21日（日）家族旅行 

行き先：米山梅吉記念館、富士花鳥園 
承認 

会長挨拶 

 
小林 信雄 会長 
先週は実兄の葬儀で休会させていただきまし

た。初めて家族葬に参列しました。とてもシン
プルなお葬式でした。最近はそのような傾向に
あるようです。 
先々週、渋谷会員からお話を伺いましたが、

経済社会も見通しがきかない時代になりました。
イギリスのＥＵ離脱など、これもはっきりしま
せん。中国然り、アメリカ然り、見通しがつか
ない、治まらないことが増えています。民族の
流動化、企業の流動化が進んでおります。大企
業から派遣され、派遣先に所属をし、2，3年働
くといった形が増えています。雇用を拡大する
ために大企業を誘致するという考え方は間違っ
ています。人が地元で生きるためには、地元の
商店街を活発化させる必要があります。生活コ
ストは高くなると思いますが、この方法が本当
だろうと思います。 
いずれにしましても高齢化が進んで死ぬ人が

多く、最近は葬式が 1 日に重なることも珍しい
ことではなくなりました。死ぬ順序があるわけ
ではありませんが、亡くなるときには何かの病
名は必ず付けられています。一番大切なのは健
康だな、と思います。皆様も健康には十分にご

第 2773回 例会の記録<4月 4日＞ 

ニコニコ BOX 
〇千葉学芸高校ゴルフ部と自転車競技部が 

全国大会に出場しました 

 

高橋邦夫 会員 
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留意ください。そして一生懸命働き、志を果た
していただきたいと思います。 
そこで、今日はロータリーのお話から少し離

れて、体や心の健康についてお話をいたします。
健康は天から自分に与えられた尊い宝物です。
宝物ですから大切に、大事にしていく。それに
自分で積極的に進んで宝物を磨き上げていく。
個人としても国家社会としてもそれが基本であ
ります。それが自分に課せられた命題です。健
康に注視して無理をしない生活（摂生）をする。 
不摂生を続けて管理を怠れば、その報いは当然
本人が背負って病院通いとなります。人間には
病気の種類が四百四病あるそうです。体は地、
水、火、風の四大から成り、水と風による冷病
が二百二病、地と火による熱病が二百二病、両
者を合わせて四百四病。それほど多くの病があ
るのだそうです。身体髪膚を父母から受け継ぎ、
せっかくこの世に生を受けたのですから、不測
の災禍は別としてまず健康に留意して正常な働
きができるように、身も心も健全に、卑しい心
をできるだけ捨て、有意義な人生を送る。自分
でそうするだけでなく、次世代に送っていくよ
うに運命づけられています。（資料出所：「平成
29年神宮館開運暦」） 
平和と豊かな長寿国日本にあって次世代へ向

けて国家の繁栄を願い、人々の幸せを祈るロー
タリー活動ができるように、一人ひとりが健康
であるように努めて参りたいと思います。最後
に、健康管理には、自覚自衛をつくし以下を励
行すること。定期的な健康診断、検診、精密検
査を受ける。また、健康管理のための情報を絶
えず把握しておくことも必要です。経営者は従
業員の健康にも配慮する必要があります。ロー
タリアンが奉仕活動を行うために、しなければ
ならない務めの第一歩は自我の健康管理だと思
います。 

幹事報告 

 
秋葉 芳秀 幹事 

○商工会議所の新しい専務さんにお会いしまし
た。4月 18日の例会にお越しいただき、新入
会の手続きをいたします。 

○北田さんと、新入会員さんの都合を伺い、 
夜間に歓送迎会を行います 

○4 月 8 日茂原ＲＣ60 周年記念例会に 4 名で参
加します（小林会長、秋葉幹事、鈴木会員、
古川会員） 

○4月 11日成田空港南ＲＣとの合同例会は今の
ところ総勢 37名の予定です 

○4月22日10時点鐘 地区協議会があります。
次年度役員は出席してください 

委員会報告 

 
並木 孝治 親睦委員長 
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家族旅行 5月 21日に米山記念館と富士花鳥園
に参ります。配布した資料の工程表に加えて、
夕食をどこかで取る予定です 
観光協会より 4 月 9 日に花火の打ち上げを予
定しています。桜がなかなか咲きませんが、無
事にお祭りを終えることが出来るように願って
います 
 

スピーチ 

 
秋葉 芳秀 幹事 

私の知人が「ゆとり」と言うニュースペーパー
を送ってくださいました。 
何のために 
自分は、何のために働いているのか。このこ

とを考えるためのたとえ話として「三人の石切
職人」という昔話があります。 
旅人が、新しい教会を造っている町に通りか

かりました。そこで働いている三人の石切職人
に、旅人が「何をしているのか」と尋ねました。 
 第一の男は「これで暮らしを立てているのさ」

と答えました。 
 第二の男は、打つ手を休めず「国中で最高の
石を切る仕事をしているのさ」と言いました。 
 そして第三の男は、その目を輝かせ、空を見
上げながら「教会を造っているのさ」と答えま
した。 
石を切る作業は同じですが、一人目は職業へ

のこだわりはなく、生活のために働いています。
二人目は職業への誇りをもって、報酬以上の価
値を見出しています。三人目は仕事を通して、
多くの人が喜ぶことを思いながら働いています。
私たちは働く目的も様々ですが、仕事の延長線
上に、誰かが喜ぶ姿を思い描くことは、一層の
やりがいにもつながるでしょう。 
 
この文章の、三人目の人が尊いとおっしゃり

たいのだと思います。一心不乱に仕事をする延
長線上に、誰かが喜んでいることを思い描けれ
ば最高だと思います。ゆとりがないとなかなか
難しいですね。 
当クラブも会員が減りましたが、つまるとこ

ろ生活の中にゆとりがなくなっているのだろう
と思います。それどころではないという方が相
当いらっしゃるのかなと思います。ゆとりを持
つためには、仕事も家庭もうまくいかなくては
ならない。競争社会の中では厳しいことですが、
忘れてはいけないことですね。仕事の目的と言
うのはなかなか答えが出せないものですが、な
かなか考えさせられました。 
 

出席率  ４月４日 
会員数 出席率 ニコニコ BOX 

１７名 ７５．００％ １，０００円 
 

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急の
場合は当日 10 時までに）事務局宛に，電話・
ＦＡＸ・Ｅメールにてお願いします。メーキャ
ップ先への事前連絡もお忘れなく。 
 
電話 0475-52-1101 / FAX 050-3730-2559 

Email: info@togane-rc.jp 


